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Speakers/Moderator Profile for 
Agora Keynote Session: Arts, Science, Technology and Creativity 

アゴラキーノートセッション：芸術、科学、技術、クリエイティビティ 登壇者一覧 

SPEAKERS（登壇者） 

 

 

Gerfried Stocker, Director, Ars Electronica 
Gerfried Stocker is a media artist and telecommunications engineer. In 1991, he founded x-
space, to carry out interdisciplinary projects, and produce installations and performances 
combining interaction, robotics and telecommunications. Since 1995, he has been artistic 
director of Ars Electronica. In 1995-96, he headed artists and technicians that developed 
exhibition strategies and the facility’s in-house R&D department: Ars Electronica Futurelab. He 
has been responsible for a series of international exhibitions that Ars Electronica has staged 
since 2004, and, since 2005, the new, expanded Ars Electronica Center. 
 
ゲルフリート・ストッカー（アルスエレクトロニカセンター ディレクター） 
 メディアアーティストおよびテレコミュニケーションエンジニア。1995年より、オーストリア・リンツに拠点を置く、メ
ディアアートの世界最高峰の機関、 アルスエレクトロニカのアーティスティック・ディレクター（芸術監督）として
勤める。1995年から翌年にかけて、アルスエレクトロニカ内にて、 R&D としての役割を持つメディアアート研
究所、アルスエレクトロニカ・フューチャーラボを取りまとめる。2004年より、アルスエレクトロニカ が展開す多数
の国際展示を手がける。 
 

 

Keiichiro Shibuya, Composer, Musician 
A composer and musician (born in 1973) with a BA in Composition from Tokyo National 
University of Fine Arts and Music. In 2002, he established ATAK, a music label releasing 
cutting-edge electro-acoustic works by various international artists. In 2012 he staged “THE 
END”, the first vocaloid opera combining imagery, computer music and devoid of human 
performers. This work was presented around the world. He is currently based in Tokyo and 
Paris, and works with many academics, robot scientists, artists, and dancers. 
 
渋谷慶一郎（ピアニスト/電子音楽アーティスト） 
1973年生まれ。東京芸術大学音楽学部作曲科卒業。2002年に音楽レーベル ATAK を設立、国内外
の先鋭的な電子音楽作品をリリースする。2012年 には、初音ミク主演による世界初の映像とコンピュータ
音響による人間不在のボーカロイド・オペラ「THE END」を YCAM で発表。同作品は、その後、東京、パリ、
アムステルダム、ハンブルグ、オーフスで公演が行われ、現在も世界中から上演要請を受けてい る。これまでに
複雑系研究者の池上高志、ロボット学者の石黒浩、アーティストの杉本博司、パリ・オペラ座・エトワールのジ
ェレミー・ベランガール、ルイ ヴィトンやピガール、エルメネジルド・ゼニアといったファッションブランドと横断的なコラ
ボレーションを行う。現在は東京とパリを拠点に活動を展開している。 
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Takashi Ikegami, Professor, University of Tokyo 
(Department of General Systems Studies, Graduate School of Arts and Sciences) Takashi 
Ikegami received his doctorate in physics from the University of Tokyo. He researches artificial 
life systems in chemical systems, evolutionary robotics and web dynamics. He summarized the 
results of his research in Life emerges in motion (Seido, 2007) and A Sandwich theory of life 
(Kodansha, 2012). Ikegami gave a keynote address at the 20th anniversary of the Artificial Life 
Conference in Winchester, UK. He is a member of editorial boards of Artificial Life, Adaptive 
Behavior, and BioSystems journals. 
 
池上高志（東京大学 大学院総合文化研究科 広域システム科学系 教授） 
東京大学にて物理学の博士号を取得。おもにコンピュータを用いた構成的な理解を目指す研究を行う。対
象は広く、化学反応と自己複製、生態系の進化、ゲーム 力学系、認知的相互作用、などを扱っている。対
象を、いかに時間発展のダイナミクスとして、とらえるか、というのが共通の視点となっている。著作は『動き が生
命をつくる―生命と意識への構成論的アプローチ』 (青土社 2007)、『生命のサンドウィッチ理論』（講談社
2012）など。 
 

 

Gerard Assayag, Researcher, IRCAM, Paris 
(French Institute for Research and Coordination in Acoustic Music) 
Head of IRCAM/CNRS Research Laboratory Gerard Assayag is the Head of IRCAM/CNRS 
Research Laboratory on Sciences and Technologies of Music and Sound and of its Music 
Representation Team which he founded in 1992. His research focuses on music 
representation, and related programming and technologies. He has designed with his 
collaborators, OpenMusic and OMax, two music research environments that are used globally 
for computer assisted composition, analysis and improvisation. He is the founding member of 
a number of academic societies dedicated to music and information technology, and the 
editorial boards of numerous journals. 
 
ジェラルド・アサヤ（フランス国立音響音楽研究所（IRCAM）研究員） 
1992年から IRCAM/CNRS研究ラボにて代表を務め、音楽の表現法とそれに関連するプログラミングや技
術について研究する。また、国際的に使用されている OpenMusic や OMax と呼ばれる音楽研究環境をデ
ザインした。 
 

 

Beatrice de Gelder, Professor, Maastricht University, The Netherlands 
(Social and Affective Neuroscience) 
Beatrice de Gelder's research focuses on face and body recognition and, recently, the 
neuroscience of art. She has extensive experience in designing and executing behavioral, 
functional and anatomical imaging studies, both in healthy and diseased populations. She 
serves on numerous editorial boards, and recently published Emotions and the Body (Oxford 
University Press). She was awarded a European Research Council (ERC) Advanced Grant in 
2012 to study cultural differences in emotional body expression. She also holds appointments 
at the University of Cape Town, and University College London (UCL). 
 
ビアトリス・デ・ゲルダー（マーストリヒト大学 心理・神経科学部 教授） 
認識神経科学の教授をするほか、マーストリヒト大学にて脳・感情研究室のグループリーダーをしている。また、
200 を越える科学記事や本の著者でもある。 代表作は 200年に発行された「Out of Mind: Varieties 
of Unconscious Processes」 
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MODERATOR（司会進行）  

 

 

Philippe Codognet, CNRS (French National Center for Scientific Research) 
Director of the CNRS regional Office (Japan / Korea / Taiwan) 
Philippe Codognet is the Director of the CNRS Regional Office in Tokyo. He researches 
artificial intelligence, programming languages, combinatorial optimization, logic, and 
computer-based music. He has more than 120 publications in international scientific 
journals. He received his Ph.D. in Computer Science from University of Bordeaux-I. 
He has worked as a researcher at INRIA, Sony Computer Science Laboratory, at 
University Pierre & Marie Curie (UPMC), and as scientific attaché at the French 
Embassy in Tokyo. He founded the Japanese-French Laboratory for Informatics, a 
joint France-Japan research laboratory. 
 
フィリップ・コドニェ（フランス国立科学研究センター（CNRS）北アジア（日本・韓国・台湾）
地域事務所 所長）  
2015年 2月 1日よりフランス国立科学研究センター（CNRS）北アジア（日本・韓国・台
湾）地域事務所所長。人工知能、言語プログラム、組み合わせ最適化、論理、コンピュータベー
ス音楽に関する研究成果は 120以上の国際科学刊行物や講演会で掲載・発表されている。 
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